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1. 存在感を増す韓国グローバル企業
（１）IT、自動車、鉄鋼、造船分野で世界トップ

レベルに

DRAM、フラッシュメモリ、液晶パネル、携

帯電話機（CDMA1）…。これだけではない。韓

国の大手電機メーカー・サムスン電子が世界トッ

プシェアを占める製品は、2007 年で 17 品目に上

る（図表 1）。同じく大手電機メーカーの LG 電子

はエアコン世界最大手であり、白物家電に強みを

持つ。韓国最大の自動車メーカー・現代自動車の
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Point
1 サムスン電子、LG 電子、現代自動車、ポスコ等、韓国グローバル企業の存在感が増している。

DRAM、液晶パネルではサムスン電子が世界トップであり、現代自動車の世界販売台数はホンダ、

日産を上回る。
2 1990 年代後半以降の韓国グローバル企業躍進の背景には、①事業の選択と集中、②リスクをと

る姿勢、③ローエンドからハイエンドへの転換成功、がある。
3 本シリーズでは韓国グローバル企業の事例研究対象として、ポスコ、サムスン電子、現代自動車を取

り上げる。
4 ポスコは粗鋼生産量で世界第5位の有力企業であり、収益性で日本の大手鉄鋼メーカーを上回る。

技術力でも日本メーカーに次ぐ水準である。
5 ポスコは果敢にリスクをとり海外展開を進めている。日本の大手鉄鋼メーカーが今後も技術力で優

位に立てるか否かは、産業連携が鍵であると見られる。

１　携帯電話の通信規格の一種で、第 3 世代に分類される。CDMA2000、W-CDMA 等複数の規格がある。
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図表 1 主な電子デバイスの世界シェア

注： 2006 年金額ベース 出所：NAND型フラッシュメモリ、DRAMはアイサプライ。液晶パネルはディスプレイサーチ
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2006 年グローバル販売台数は 401 万台と、ホン

ダ、日産を上回り世界第 6 位（図表 2）。韓国鉄

鋼最大手のポスコは粗鋼生産量で世界第 5 位であ

り、韓国の造船業は、新造船竣工量で日本を押さ

え世界一である。

近年、中国製造業の脅威が語られることは多

かったが、韓国に注意を向けるものは少なかった。

だが、電機、自動車、造船、鉄鋼等で一部韓国企

業の競争力が向上しており、存在感を増している。

量的拡大だけでなく、ブランド力を向上させてい

るのも特徴である。「ビジネスウィーク」誌のブ

ランドランキング（2007 年）によれば、「サムス

ン」のブランド価値は「ソニー」、「パナソニック」

のブランド価値より高い（図表 3）。

サムスン電子、LG 電子、現代自動車といった

韓国有力企業の製品を日本国内で目にすることは

少なく、実力は過小評価されがちである。しかし、

海外に目を転じれば、電機・自動車といった分野

で韓国有力企業は日本企業と激しく競り合ってお

り、携帯電話機、液晶テレビなどで韓国勢優勢と

なっている 2。

（２）競争力向上の背景

－選択と集中、大胆な投資、ローエンドから

ハイエンドへ－

玩具、雑貨、縫製等の軽工業から出発し、「安

かろう悪かろう」のイメージが強かった韓国製

造業が発展を遂げた理由は何だろうか。一口に

韓国製造業といっても、サムスン電子や現代自

動車といった一部有力企業と中小企業は規模・

競争力ともに非常に大きな差があるが、ここで

は有力グローバル企業に的を絞りたい。

韓国有力企業が海外市場で急激に存在感を増し

たのは 1990 年代後半以降である。この飛躍の背

景には、①事業の選択と集中、②リスクをとる姿

勢、③ローエンドからハイエンドへの転換成功が

ある。

①事業の選択と集中

韓国製造業は、1970 年代から 1980 年代前半ま

順位 メーカー 販売台数 
（万台） 

前年比伸び率 
（％） 

1 GM（米） 909 ▲ 1
2 トヨタ自動車 881 8 
3 フォード（米） 654 ▲ 3
4 フォルクスワーゲン（独） 573 9 
5 ダイムラー・クライスラー（独） 453 ▲ 7
6 現代自動車（韓国） 401 11 
7 本田技研工業 355 5 
8 日産自動車 348 ▲ 3
9 プジョーシトロエン（仏） 337 ▲ 1
10 ルノー（仏） 243 ▲ 4

図表 2 世界の自動車販売台数とシェア（2006 年）

出所：各社資料

（単位：百万ドル） 
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図表 3 グローバル・ブランドランキング（2007 年）

注： 19位のホンダ以下は日韓企業のみ抜粋
出所：ビジネスウィーク（2007 年 7月 26 日号）

２　本稿作成に当たっては、2007 年 9 月中旬の三井業際研究所｢韓国グローバル経営戦略研究委員会｣[筆者も参加、訪問先はポス
コ（ソウル、ポハン）、LG 経済研究所（ソウル）、サムスン電子（スウォン）、現代自動車（ウルサン）]ヒアリングの成果に多
くを負っている。海外視察に際してお世話になった方々に感謝したい。



では繊維・食料品等、1980 年代後半から 1990 年

代前半までは自動車・鉄鋼等、1990 年代後半か

らは半導体・電子部品等の IT 産業が牽引役とな

り発展を遂げた。

1997 年の通貨・経済危機の際、韓国経済は一

時的に大きく低迷したが、その一方で五大財閥 3

の一角・大宇グループが解体に追い込まれるな

ど、財閥系企業の統合・淘汰により資本の集中と

効率化が進んだ。生き残った企業も経営透明性の

確保、財務構造改善、コア事業の設定等の構造改

革を迫られた。危機を契機に従来の売上至上主義

から収益重視経営に転換し、競争力を向上させる

企業が出てきたのである。

電機メーカーを例に取ると、日本の大手メーカー

の総花的経営に対し、サムスン電子はアナログから

デジタルへの転換期に液晶パネル、半導体（DRAM

とフラッシュメモリ）、携帯電話機（CDMA）など

のコア事業に集中的な投資を行ってきた。最近では、

日本の電機業界にも液晶パネル等で事業統合の動き

が見られるが、事業の選択と集中に関しては、韓国

グローバル企業が先行している。

②リスクをとる姿勢

リスクを果敢にとる姿勢も日本企業とは対照

的である。サムスン電子等有力企業の設備投資額

の大きさはよく知られているが、ここでは海外進

出状況に触れたい。

2007 年 10 ～ 12 月期のテレビの世界出荷台数

第 1 位はサムスン電子だった（図表 4）。2007 年

の携帯電話機出荷台数でもサムスン電子、LG 電

子が世界市場で第 2 位、第 5 位と世界トップクラ

スの地位を築いている（図表 5）。国内市場が小

さい韓国メーカーがここまで成長したのは、海外

展開に成功したからに他ならない。

韓国は人口 4,830 万人（2006 年央推定）と日

本に比べ市場が小さく、所得水準も低い。グロー

バル企業を目指すには海外に出ざるを得ないのだ

が、欧米市場は基本的に日本企業が押さえていた

ので、韓国企業は中国をはじめとする新興国に積

極展開していった。

バブル崩壊後のリストラに追われていた日本

企業が新興市場進出に慎重だったのに対し、韓国

企業の展開は速かった。サムスン電子が中国に生

産法人を設立したのは 1992 年、現代自動車は

1998 年にインド工場を操業開始している。サム

スン電子を例にとると、参入の手法は、まず膨大

な広告費を注ぎ込んで携帯電話機の認知度を高

め、ブランドを浸透させて、その後携帯電話機以
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図表 4 テレビ出荷シェア（数量ベース）
（全世界、2007 年 10 － 12 月期）

注 1：ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ等の合計
注 2：全世界出荷台数は 6,080 万台

出所：ディスプレイサーチ
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図表 5 2007 年の携帯電話機の世界シェア

注：全世界出荷台数は 11億 4,410 万台
出所： IDC

３　当時、現代、三星、LG、SK、大宇が五大財閥とされていた。
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外の製品を投入するというものである 4。実際、

中国、UAE といった新興国を訪れると、まず空

港内でサムスンや LG の派手な広告を目にし、空

港を出たところでもサムスンや LG の巨大看板が

目に入るといったケースが多い。新興国の消費者

は韓国製品に抵抗がなく（サムスンや LG を日本

企業だと思っている人も少なからずいる模様）、

韓国企業が現地消費者の嗜好に合わせた製品作り

をすることもあってシェアを伸ばしていった。

LG 電子のインド市場での家電製品シェアは図表 6

の通りである。

新興国市場で成功を収めた韓国企業は、日本

企業に押され気味だった先進国市場でもシェアを

拡大していった。象徴的なのは携帯電話機である。

日本企業が国内市場での競争に追われ、通信規格

や消費者のニーズの違いから海外市場を攻めあぐ

ねているうちに、サムスン電子と LG 電子は世界

の高級携帯電話機メーカーとしての地位を築いて

いった。1997 年の通貨・経済危機以降のウォン

安も、海外市場での成功に寄与した。

③ローエンドからハイエンドへ

韓国グローバル企業の飛躍の背景には、ロー

エンドからハイエンドへの転換もある。

軽工業から出発し安物の印象が強かった韓国製

品は、競争力が向上するにつれ先進国からは市場開

放の圧力が高まり、中国等新興国からはコスト面で

追い上げられていった。サムスン電子等有力企業は、

大胆な R&D 投資と先端技術開発、大規模な広告投

資と巧みなマーケティングで安物のイメージを脱皮

し、高級品メーカーへの転換を図った。

サムスン電子、LG 電子は、日本では影が薄い

が、海外市場でのブランドイメージは高い。携帯

電話機を例に取ると、フィンランドのノキアが安

さで勝負しているのに対して、サムスン、LG は

デザイン・機能を前面に押し出した高級機種に強

みを持つ 5。

韓国グローバル企業の躍進は、「アナログから

デジタルへの転換」、「新興市場の台頭」、「ウォン

安」の波にうまく乗ったという幸運な面があるも

のの、戦略の巧みさ、決断のスピード、リスクを

とる姿勢など、日本企業が学ぶ点も多い。本シリー

ズ「韓国ライバル企業を追う」では、電機、自動

車、鉄鋼等製造業の主要分野で日本企業の最大の

ライバルとなっている韓国企業から、ポスコ（鉄

鋼）、サムスン電子、現代自動車を、3 回に分け

て取り上げる。

本号では、事例①ポスコを紹介、分析する。

素材メーカーである同社の認知度は日本では低い

が、規模の大きさ、収益性と技術レベルの高さ、

大胆な海外展開など、注目すべき点は多い。

2. 事例①ポスコ
（１）アジア屈指の鉄鋼メーカー

－研究開発投資で日本の大手と肩を並べる－

中国等新興国の台頭を背景に鉄鋼需要が世界的

に高まっている（図表 7）。日本の大手鉄鋼メー

カーは、自動車鋼板等高級鋼に強みを持ち、技術
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洗濯機 
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41.1

35.8

30.2

26.2

図表 6 LG電子のインド家電市場製品別シェア

注： 2005 年 1～ 8月のシェア
出所：Gfk

４　広告の手法としては、現代自動車が 2006 ドイツワールドカップの公式スポンサー、サムスン電子がオリンピック公式スポンサー
となるなど、スポーツ・スポンサーシップを積極的に活用している。

５　ただ、近年の新興国の市場拡大に対応して低価格機を手がける動きも見られる。サムスン電子は、高級路線から「高級機 + 中
低価格機の総合路線」へ転換を図っている。



面で世界最高との評価を得ているが、日本の大手

を収益性で上回り、技術面でも日本勢に次ぐ水準

のメーカーがある。韓国最大手の鉄鋼メーカー・

ポスコである。

ポスコは、1968 年、国営企業（発足当時の社

名は浦項綜合製鉄）として出発した。同社の浦項

製鉄所は韓国初の一貫製鉄所であり、第一期建設

では旧八幡製鐵、旧富士製鐵、旧日本鋼管の 3 社

から技術を導入している。その後、浦項製鉄所の

拡張と、2 つ目の一貫製鉄所である光陽製鉄所の

建設を経て、粗鋼生産量で世界第 5 位、アジアで

は新日本製鐵、JFE スチールに次ぐ規模の鉄鋼メー

カーとなった（図表 8）。

ポスコにおいて特筆すべきは収益性と技術力

の高さである。

図表 9 は世界の主要鉄鋼メーカーの売上高営

業利益率（2006 年　連結ベース）である。2006

年は世界的に鉄鋼需要が拡大し、大手鉄鋼メーカー

にとって総じて「良い年」だったが、中でもポス

コの収益性の高さが目を引く。

技術レベルで世界最高とされる日本メーカー

より収益性が高い理由としては、まず設備の新し

さがある 6。装置産業である鉄鋼業は、設備が新
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図表 7 世界の鉄鋼需要（粗鋼見掛消費量）推移

出所： IISI（国際鉄鋼協会）
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図表 8 世界の主要鉄鋼メーカー

出所：メタル・ブレティン
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図表 9 主要鉄鋼メーカーの売上高営業利益率

注： 2006 年、連結ベース
出所：各社アニュアルレポート

６　2 番目の製鉄所・光陽製鉄所は 1999 年に完工した。
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しいほど生産性が高くなる傾向があるため、後発

のポスコは有利である。国内競争条件も、ポスコ

は韓国唯一の高炉メーカーであり、5 社の高炉メー

カー 7 がしのぎを削る日本に比べ価格競争に陥り

にくい。自動車メーカー等との産業連携の薄さも、

コスト面に限ればプラスに働いている。ユーザー

の要望に応えれば、その分コストはかさむからで

ある。

技術力の高さでも、日本の大手メーカーに次ぐ

レベルとされている。設立当初、日本から技術導入

を受けたことが大きな役割を果たしたが、ひとり立

ちした後も、自社でのエンジニアリング能力を蓄積

し、研究開発を重視してきた 8。図表 10 は主要鉄鋼

メーカーの研究開発費売上高比率、図表 11 は自国

での登録特許件数である。ポスコが日本の大手メー

カーと同等、あるいはそれを上回るレベルで研究開

発に注力していることが分かる。

研究開発重視の姿勢の背景には、中国大増産

に対する危機感もある。

2002 年以降、世界の鉄鋼需要を牽引したのは

中国である。世界の工場であり市場でもある中国

では 2001 年頃から鉄鋼需要が急激に拡大、世界

中から鋼材を輸入して鋼材需給を逼迫させた。

だが、その後状況は大きく変わった。大増産

が行われた結果、中国は鋼材を輸入する側から輸

出する側に変わり、今や世界最大の鉄鋼生産国と

なっている（図表 12）。

７　新日本製鐵、JFE スチール、住友金属工業、神戸製鋼所、日新製鋼。
８　1986 年には初代社長朴泰俊の肝入りで浦項工科大学が設立された。同校はアジア有数の理系の名門大学である。
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図表 10 研究開発費売上高比率（2006 年度）

注：連結ベース
出所：各社 IR資料より作成
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注 2： 2001 ～ 2005 年の合計

出所：日本鉄鋼連盟

（単位：百万トン） 
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図表 12 主要国の粗鋼生産の推移

出所： IISI（国際鉄鋼協会）



ただ、中国メーカーの技術レベルは、宝鋼集

団のような一部の例外を除いて高いとは言えな

い。鋼材には自動車向け鋼板等高級鋼と製造が容

易な建設向け鋼材等汎用材があるが、中国の鉄鋼

メーカーは汎用材を作っている企業が過半であ

る。足元では、世界的に鋼材需要が堅調なことか

ら、汎用材市況は小康状態を保っているが、中国

が大増産を続けたり、世界的な景気後退等により

汎用材需要が落ち込んだりした場合、市況暴落が

起きる恐れがある。その一方で、日本の大手鉄鋼

メーカー、ポスコ、アルセロール・ミタルのアル

セロール部門など、一部の大手鉄鋼メーカーしか

製造できない高級鋼は、汎用材ほど市況の影響を

受けない。

市況暴落の影響を最小限にとどめるには、中

国メーカーには作れない高級鋼の比率を上げる必

要がある。ポスコは自動車用鋼板、高機能冷延、

高機能熱延、高級電磁鋼板等 8 品目を 8 大戦略製

品に定め、全販売量に占める比率を 2009 年まで

に 80 ％に伸ばす計画である。

（２）ローカル・プレーヤーからグローバル・プレーヤーへ

－リスクをとり新興国に進出－

高級鋼への注力という点では、日本の大手鉄

鋼メーカーとポスコは同じ道を歩んでいるが、大

きく異なるのが海外戦略である。

韓国内では最大手鉄鋼メーカーとして揺るぎな

い地位を築いているポスコだが、韓国の鉄鋼需要

（粗鋼見掛消費量）は 1 人当たり 1,020kg（2006

年　世界第 2 位）と既に飽和点に近接しており、

今後高成長は期待できない。一方、中国、インド

といった新興国では鉄鋼需要が急拡大している。

こうした中、ポスコは 2000 年 10 月の民営化以降、

海外進出を加速している。鉄鋼業界は、従来、市場

が国・地域別に分断され、ローカルな色彩が濃かっ

たが、先進国の内需頭打ち、新興市場における需要

拡大、世界的な業界再編、ユーザー企業の海外生産

シフトを背景に、グローバル・プレーヤーを目指す

大手鉄鋼メーカーが増えている。

新興国の需要を捕捉すべく海外展開を図って

いる点では、日本企業も韓国企業も狙いは同じだ

が、手法は大きく異なる。合弁でリスクを低減さ

せつつ生産拠点を築く日本メーカーに対し、ポス

コの海外戦略は量の面でも進出形態の面でも非常

に大胆である。

ポスコは、2010 年までに国内外粗鋼生産を

5,000 万トン規模に拡大する方針を示している。

2006 年度の同社の粗鋼生産量 3,005 万トンから見

ると、かなり野心的な計画だが、国内では設備新

型化や生産能力向上で 2008 年までに 3,500 万トン

生産体制構築を目指し、海外では 2010 年までにイ

ンド、中国など鉄鋼成長が見込める地域に進出し、

1,500 万トン規模の生産拠点を築く意向である。

中でも、現在進行中のインドプロジェクトは

インド・オリサ州に一貫製鉄所を建設するという

もので、最終的な投資額は 120 億ドル、生産規模

は 1,200 万トンに上る。ミタル・スチール（現ア

ルセロール・ミタル）のように M&A で海外進出

するケースはあるが、単独で海外に一貫製鉄所を

建設するのはポスコが初めてである。

インド以外では、2006 年 11 月、中国張家港にス

テンレス一貫生産設備を竣工するとともに、ベトナ

ムでの熱延・冷延工場設立を決定、2007 年 9 月に

はメキシコに溶融亜鉛めっき鋼板ラインを着工する

など、新興国を中心に生産拠点作りを進めている。

ただ、一貫製鉄所建設はコスト面から見ると必

ずしも有利な方法ではない（図表 13）。インドプ

ロジェクトは用地取得も難航している模様であり、

順調に工事が進行しても莫大な費用がかかること、

鋼材の販売先を確保する必要があることから、ポ

スコはきわめて大きなリスクを背負っていること

になる。反面、成功すれば、ポスコは他の高級鋼

メーカーに先駆けてインド市場を押さえる可能性

が高い 9。インドプロジェクトには、チャンスが
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９　ポスコはインドで鉄鉱石の採掘権も獲得しており、原料立地の側面もある。
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あると見るや、リスクをとって果敢に攻めて行く

韓国グローバル企業の特徴がよく表れている。

（３）ポスコが見た鉄鋼業界の変化

－規模がないと生き残れない－

ポスコが大胆な海外拠点作りをする背景には、

鉄鋼業界の環境変化もある。

ポスコは、鉄鋼業界における競争の様相が変

化したと考えている。従来の競争は、ナショナル

チャンピオンによるローカルな輸出・コスト競争

であり、勝敗を決めるのはコスト削減、品質向上、

言い換えれば生産管理の力量であり、生産の最適

化であった。それに対して、これからの競争はグ

ローバル・プレーヤーによるグローバルな原料確

保・生産・品質・販売ネットワーク作りの競争で

あり、経営の力量が問われていくことになる。

再編で巨大化したメガスチール間の競争を勝

ち抜くには、ある程度の規模が必要であり、国内

市場が小さく成長も望めないポスコは海外生産を

増やしていくしかない。規模の経済性を活用し、

景気変動等外部環境の変化にすばやく対応してい

くというのが、ポスコの戦略である。

ポスコは、2020 年までにグローバルビッグ 3

を目指すという目標を掲げている。2006 年の粗

鋼生産量第 1 位のミタル・スチールが 2 位のアル

セロールを買収したため、これは JFE スチール

を規模で抜くという意味である。

（４） 日本企業への示唆

このシリーズで次回以降取り上げるサムスン

電子、現代自動車と違って、ポスコと日本の大手

鉄鋼メーカーの間には、今のところ競合はあまり

ない。世界的に高級鋼需要が旺盛で需給が逼迫し

ているうえ、海外市場での日本メーカーの販売先

が主に日系メーカーのためである。

ポスコは日本市場で約 200 万トン販売してい

るが、日本市場の鋼材価格は概して低く、利益面

でのメリットは少ないとのことである。要求水準

が極めて高い日本の自動車メーカーに納入するこ

とで、「ポスコの鋼材は高品質である」とのお墨

付きを得るとの側面が強い。

このように、現時点での競合はあまりないも

のの、ポスコの事例は国内競争環境、海外展開、

産業連携の 3 点で示唆的である。

まず国内競争環境だが、ポスコの収益性の高

さは、同社が国内唯一の高炉メーカーであること

にも起因している。日本の鉄鋼業界は 1990 年代

後半の需要不振期に再編が進展したものの、高炉

メーカーはいまだ 5 社ある。切磋琢磨は技術水準

の向上を生む一方で、価格競争という点では明ら

かにマイナス要因である（ユーザーにとってはプ

ラスだろうが）。

次に海外戦略だが、合弁等緩やかな連携で海外

生産量拡大を図る日本メーカーに対して、世界初

の海外単独一貫製鉄所建設を進めるポスコは非常

に大胆である。ポスコのインドプロジェクトが吉

と出るか凶と出るかは今後の展開次第だが、オー

ナー企業でもないのにここまでリスクをとる決断

力は、昨今の日本企業にはまず見られない。鉄鋼

業界の競争環境がグローバルなものへ変化する中

アルセロールのドファスコ（カナダ）買収 

ミタル・スチールのアルセロール買収 

タタスチールのコーラス（英）買収 

ポスコのインドにおける一貫製鉄所新設 

新日鐵の能力拡大 

2005年 

2006年 

2007年 

事例 金額（億円） 生産量（万トン） 数量増コスト（万円／トン） 
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11
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4,200 420

53,000 4,700

15,000 1,800

14,000 1,200

3,500 700

図表 13 規模拡大のためのコスト比較

注：新日鐵は既存高炉の改修工事期に合わせた炉内容積拡大（7基）を 10 年かけて行う予定
出所：新日本製鐵



で、競争相手も気心の知れた国内メーカーから全

く異質な決断をするメーカー（敵対的 M&A も辞

さないミタルや臆せずリスクをとるポスコ）へ広

がりつつあるということである。

一方、産業連携は、今後も日本メーカーが技

術面で優位を保つ鍵になると見られる。日本の大

手鉄鋼メーカーは、自動車鋼板等高級鋼で世界最

高品質との評価を得ているが、これを支えている

のが、ユーザーとの連携による共同開発である 10。

コスト面ではマイナス要因の産業連携だが、ユー

ザーが要望を出し、鉄鋼メーカーがそれに応える

過程で品質が向上する。ユーザー側のメリットも

非常に大きい。日本車の燃費が世界最高レベルな

のは、日本の大手鉄鋼メーカーが作る自動車鋼板

が軽くて強いという点も大きい。

国内に 10 社超の完成車メーカーを擁し、製造

業の基盤が厚い日本に対し、韓国は産業連携と

いう点で不利な立場にある。韓国には現代・起

亜グループ、GM 大宇、ルノー三星等の自動車

メーカーがあるが、韓国内自動車販売台数シェ

アの約 7 割を現代・起亜グループが占める寡占

状態である。そのうえ、現代自動車グループの

現代製鉄が一貫製鉄所を作る計画であり 11、日本

の鉄鋼メーカーと自動車メーカー間のような緊

密な連携関係は望めない。

日本の大手鉄鋼メーカーが技術面で世界最高

の地位を保つためには、今後もユーザーとの産業

連携を進める必要があるだろう。

－次回はサムスン電子（2008年 5月号掲載予定）－
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10 自動車向け鋼板を例に取ると、大手鉄鋼メーカーは新車開発の初期段階から関わり、製品開発・提案を行っている。製品供給
開始後も、自動車の製造ラインに社員を常駐させているメーカーもある。問題発生時には双方が知恵を絞りながら解決を図る
のである。

11 現代自動車グループの現代製鉄は、ティッセン・クルップ（ドイツ）と技術協力契約を結び、一貫製鉄所を建設している。2011
年の稼働を目指している。




